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―― 最初にOrganiseの紹介をお願いします。

　Organiseは、オンライン上で、誰もが匿名で

参加できる労働条件の改善プラットフォームで

す（図1）。2017年に設立し、AmazonやUberなど、

様 な々働き方の問題に取り組んできました。

　会員数は、コロナによるパンデミックが始まっ

た2020年3月時点は約８万人でしたが、2020年12

月には100万人を超えました。パンデミックにより

労働条件の悪化の問題が起き、人とのつながり

を求める人が増えたことが、Organise躍進の背

景にあると考えています。

　イギリスにはかつては強い労働組合がありまし

たが、いまや民間セクターでは、40歳以下の組

合組織率は６％しかありません。労働組合がない、

労働組合について知らない人たちがOrganiseに

参加してくれています。

―― Organiseの特徴はどこにあるのでしょ

うか。

　Organiseは３つのミッションを掲げています。

　１つめが「ツールを提供する」です。プラット

フォーム上で、企業への嘆願書や世論を喚起す

るためのオープンレター（公開状）をつくること

ができます。申し入れの根拠を集めたり、参加

者の意見を募ったりするためのアンケート調査も

行うことができます。

　２つめは「労働者主導のネットワークをつくる」

です。Organiseは匿名で参加できる、働くことを

核としたソーシャル・ネットワーク・サービス

（SNS）になっています。Organise上で、同じ産

業や同じ企業で働いている、今まで接点のなか

った人たちが出会い、働き方の悩みや問題、疑

問について話すことができます。意見交換も活発

にされています。

　３つめは「労働の世界を変える」です。従来、

オルガナイザーや活動家は肩書や名刺をもち、

世間からもそういう存在だと認識されてきました。

しかし、もっと多く、自然発生的に組織化（オルグ）

できる人たちがいます。職場や同僚から意見を

集めたり、先頭をきって何かを提唱したり。その

ような人たちが集まる場をつくり、活動を後押し

したいと考えています。

　多様な人たちが出会い、つながり、行動でき

るようにするには、これら３つを同時並行で進め

ることが大切です（図2）。

―― 具体的な取り組みを教えてください。

　CO-OPというスーパーマーケットの例をお話し

します。CO-OPは巨大チェーンで、全国に2000

以上の店舗があり、何千人もの従業員を雇用し

ています。小さな町や村の小規模な店舗では、
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「1on1シフト」といわれる、店頭に１人、バック

ヤードに1人という体制で運営していることが多く

あります。

　しかし、従業員にとって2人でお店を運営する

負担は大きく、「1on1シフトをなくしてほしい」と

いう署名活動が起こりました。すると、あっとい

う間に、全国のCO-OPで働くスタッフ約1000人

の署名が集まりました。オンライン上だから、違

う店舗で働いている人たちがつながり、グループ

をつくることができたのです。

　その内に、国中の皆がなぜ「1on1シフトをなく

してほしい」と思っているのか、問いかけること

になりました。働き方の実態は自分たちがよく分

かっているので、アンケート調査の質問も自分た

ちでつくります。その中に、「店舗で働いている時

に、泥棒や強盗に入られたことはありますか」と

いう質問がありました。

―― ショッキングな質問ですね。

　調査の結果は衝撃的でした。３人に1人が、「過

去３カ月間に、武器をもった泥棒に入られた経

験がある」と回答したのです。1on1シフトでは店

頭に1人しかおらず、近隣に住んでいれば店舗の

状況がわかるので、狙われやすいのです。

　ところが、CO-OPの本社は、この事態を把握

していませんでした。会社は従業員に、改善点

や要望についてたずねるアンケート調査をしてい

ました。しかし、それは勤務時間外に回答を求め

るもので、仮にアンケートの回答に30分かかって

も、賃金は支払われません。従業員はわざわざ

回答しないので、把握できなかったのです。

　Organise上のグループがレポートをつくり、そ

の内の５人が代表となり、会社に申し入れに行き

ました。

―― 会社の反応はどうでしたか。

　すぐに、「わかった。人員を増やす」とはなり

ませんでした。会社の最初の反応は、「従業員が

連絡しあうためのヘッドセットを提供します」で

した。ところが、ヘッドセットをつけて勤務する

ようになっても、強盗に入られる状況は改善しま

せんでした。

　プラットフォーム上のグループは存続していた

ので、「ヘッドセットをつけても、盗みに入られた」

「私の所も同じ」といった声がいくつもあがり、ヘ

ッドセットの提供では不十分ということがわかっ

図１　Organiseのホームページ 図２　OrganiseのPrinciples
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たのです。

　キャンペーン（運動）を続けている内に、全

国紙などでも問題が取り上げられ、会社へのプ

レッシャーは高まっていきました。また会社を動

かすために、Organise上のグループはデータを

収集して、強盗に入られるのは金曜日と土曜日の

夜が多いことを明らかにしました。今では一部の

店舗ではありますが、金曜日と土曜日の夜には警

備員が配置されるようになっています。

――このケースは賃上げなどではなく、命

を守るための取り組みですね。

　その点が重要です。運動を展開し、会社に改

善を求める時に、何を前面に出すかをよく考える

必要があります。

　Uberなどのデリバリーで働く人たちの状況は、

イギリスでも問題になっています。基本的には自

営業者とみなされるので、被用者ほど保護され

ません。この時、何を問題とするのか。

　価格や料金を前面に出すと、これがビジネス

モデルだといわれるし、低賃金の仕事は他にも

あるので、賛同が多く集まるとは限りません。し

かし会社は、「安全をないがしろにしている」と

は思われたくない。社会も、働く人の命を軽んじ

ることは認めない。「働く人たちの安全」を前面

に出すことで、会社側が耳を傾けてくれる可能

性が高くなると考えています。

　Amazonのドライバーが運転する車に国会議

員が同乗するというキャンペーンを行ったら、

Amazonが非常に嫌がったこともあります。

―― 何を前面に出すか。ここが知恵の絞りど

ころですね。一方でOrganiseは、「誰でも声を

あげられる」とうたっています。これまで運

動をしたことがない人たちが、なぜこのよう

な戦略的なアプローチを取れるのでしょうか。

　キャンペーン・コーチが、プラットフォーム上

のグループのメンバーに伴走して、何を問題視

して、どんな風に会社に働きかけるか決めるのを

手伝っています。キャンペーン・コーチは全員

Organiseのスタッフで、大半はOrganise参画以

前から活動家の経験があり、知識をもっています。

　また、プラットフォーム上のツールを使って情

報収集や合意形成を行っています。例えば、会

社がブランドイメージを重視している、こういっ

たことは追及されたくない、といった情報を集め、

切り込み方を検討します。どの戦略を取るのか、

メンバーの投票によって決めることもあります。

――戦略の成功例を聞かせてください。

　ある広告会社ではCEOがセクハラを行ってい

ました。この広告会社は、学生に商品やサービ

スの割引購入の案内などをしていて、売り上げも

好調でした。しかし、CEOのセクハラ被害を受

けてきた人たちが中心となって、CEOに退任を

迫るキャンペーンを始めました。

　キャンペーンを始めた人たちは社内の事情に

通じているので、会社の売り上げの半分が

Apple社との取引によることがわかりました。そこ

で、従業員が広告会社に直接、CEOのセクハラ

問題を訴えるのではなく、取引先であるApple社

に、「取引している広告会社のCEOはこのような

セクハラを行っている。よって、取引を止めてほ

しい」という手紙を送りました。

　その結果、Apple社が契約を打ち切り、広告

会社の売り上げは半減し、CEOは辞めることに

なりました。

―― 問題の出所が会社のトップとなると、

正攻法では解決が難しい。だから、取引先

から攻めたのですね。

　ファッション会社のCEOもセクハラで辞めるこ

とになりました。Organiseにはセクハラの問題が

沢山寄せられるのです。このCEOは創業者で、
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40年間ずっとトップだったので、ワンマン経営な

ところがありました。Organiseには、彼のセクハ

ラにあった人が100名近く集まりました。

　被害者たちは会社に対して、「1カ月の猶予期

間を与えるから、その間に会社として何らかの対

応をし、返事をしてほしい」と伝えました。しかし、

１カ月たっても会社は何も反応しませんでした。

　結局、この問題が新聞に掲載され、その翌日、

会社の株価は1億5000万ポンド下がりました。こ

こまでくると会社はもはや被害者の訴えを無視で

きません。

　このケースで大事なのは、従業員は、最初か

ら新聞で取り上げてもらうよう動いたわけではな

いという点です。会社に猶予期間を与えて、対

応を待ちました。にもかかわらず、会社が何もし

なかったので、これ以上、待ってもどうにもなら

ないと判断し、新聞掲載に至ったわけです。簡

単ではありませんが、どう動けばいいのか、何が

トレードオフになるのか、見極めながら動くこと

が重要です。

―― 株価や売り上げが減少し、会社の業績

が悪化すると、従業員にとって解雇や賃下

げのリスクが高まります。そのことに対す

るためらいはないのですか。

　キャンペーンを行った人たちは、従業員は会

社と収入の一部を共有していることや、一連の

取り組みにより会社の業績が下がることを理解し

ていたと思います。しかし、それは短期的な影響

で、長期的にはセクハラを行うCEOがいなくなり、

会社が健全になり、売り上げも上がるようになる。

会社の売り上げや収益が一時的には損なわれて

も、最終的には良い結果につながるので活動し

ていると、私は信じています。

―― Organiseには、匿名で参加できます。

それによって、発言の信ぴょう性は問われ

ませんか。

　Organise上に、例えばAmazonで働く人たち

は1万2000人います。誰かが「こういう問題があ

ります」というと、すぐに10人、20人、30人から、

「私も同じ経験をしている」と反応があるのです。

プラットフォーム上に多数の会員がいることによ

って、情報の信ぴょう性が高まり、また、足りな

かった情報を補える仕組みになっています。

　加えて時々、会員に対して、その会社で働い

ていることを証明してください、という確認を行

っています。従業員バッジや給与明細の提示を

お願いしています。

―― Organiseの活動内容は、伝統的な労働

組合と重なるにもかかわらず、なぜ労働組合

ではなく、プラットフォームをつくろうと思

ったのですか。

　Organiseを始める前、私は政治活動家でした。

政治活動家として、オンラインをうまく活用すれ

ば、共感を集め、法律を変えられることを経験し

ていました。すなわち、オンラインであれば、沢

山の人が影響力をもち、変化を起こすことができ

るとわかっていたのです。

　同時に、私は1人の働く女性でもありました。

しかし、女性は職場でひどい扱いを受けることが

少なくありません。

　例えば、友人は妊娠を理由に解雇され、失業

しました。母も私を妊娠中に解雇されました。イ

ギリスでは女性の9人に1人が、妊娠により失業

や解雇を経験しています。これは本当に不正義

なことで、変えたいと思いました。

―― でも労働組合ではなかった。

　実は、妊娠により解雇された彼女は、労働組
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合に加入していました。彼女は最初に組合に助

けを求めたのですが、組合は彼女に、「使用者は

法的に間違ったことは何もしていない。解雇する

権利があるし、ルールにのっとって手続きを行っ

ている」といったのです。イギリスの法律では、

6カ月以上継続して勤務していないと、産休など

の権利を行使できないからです。

　その時、法律に合わせるのではなく、違った

形で影響力を行使できないかと思いました。もち

ろん、こういった問題が起きた時、労働組合に

頼るという選択肢はあります。しかし、それは長

いトンネルの先にあるようなことで、解決までと

ても時間がかかります。

　従来型の労働組合よりも、より早く状況を変え、

より早く解決策を見出せるのはプラットフォーム

だと思いました。

―― 労働組合との最大の違いはどこでしょ

うか。

　Organiseは労働組合のように働く人たちを代

表していませんし、会社に直接、交渉を申し入

れることもありません。いろんな人たちがプラット

フォーム上に集まることによって、つながり、キ

ャンペーンを行うことができる。ここが一番、違

います（図2）。

　なので、必要に応じて、労働組合を案内する

こともあります。

―― 伝統的な労働組合は、セクハラといった

特定の問題ではなく、幅広い労働条件の改善

を使用者に申し入れることが多いように思い

ます。扱う事象の範囲にも違いがありますか。

　労働組合がマルチイシュー、クロスイシューに

取り組むのに対し、Organiseはシングルイシュ

ーです。特定のイシューに焦点を当てますが、そ

の問題が複数の業界で起きていれば、全国キャ

ンペーンを行います。これまでも週の労働時間を

定める労働時間指令のキャンペーンなどを行っ

てきました。

　１つのイシューに特化したほうが、新鮮なデー

タをタイムリーに集めることができます。プラット

―フォームを介して人がつながり、意見交換も

活発に行われます。そこにOrganiseの強みがあ

ります。

　労働組合は、本部があり、地域支部があると

いう階層構造になっています。地理的に散らばっ

ているところに特徴がありますが、転職や転居に

より地域を移る人は珍しくありません。地域単位

ではどうしてもカバーできない人がでてきますが、

プラットフォームには地理的制約はありません。

――プラットフォームの優位性ですね。

Organiseは何人で運営しているのですか。

　スタッフは全部で15人です。半分がエンジニ

アで、半分がキャンペーンのサポートをする人た

ちです。キャンペーンのコンテンツをつくったり

もします。

―― Organiseのホームページやメールは、直

感的でわかりやすく、読み手の行動を喚起す

るUI（ユーザーインターフェース）になって

います（図3）。デザインも洗練されています。

　その点は重視しています。Webのデザインを

変えたり、新しい企画を始めたりする時は、必ず

プロトタイプをつくって、一般公開の前に会員３

名に見てもらって、意見を集めます。こちらが想

定していなかった受け取り方やフィードバックを

受けることもあるので、必要な修正をしてから、

公開しています。

　また、１つのWebサイトだけで全てを実現しよ

うとせず、サブドメインを使い分けることが大切

です。Organiseでは、会員向けのホームページと、

ジャーナリスト向けのホームページを分けていま

す（図4）。１つの団体、１つの組織だから、１つ
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のWebサイト、である必要はなく、利用者が違え

ば、利用者にあった場をつくり、情報を提供する。

この点は、伝統的な労働組合や団体の課題のよ

うに思います。

―― 会員を増やすために何か行っていますか。

　最初の頃はデジタル広告を使ったりもしました

が、今では、口コミが一番有効だと考えています。

友人に誘われたり、誰かに紹介されたりして

Organiseに加入した人は、退会せずに、会員で

いつづける可能性が高いのです。

　また、自分たちでOrganiseの魅力を語ること

は難しいので、ストーリー・テリングの専門家を

雇っています。その人は動画作成もできるので、

動画も使いながら、Organiseの紹介やキャンペ

ーンの成功事例などを、わかりやすいストーリー

にして伝えてくれます。ストーリー・テリングによ

って、Organiseのブランド力が高まっていると思

っています。

―― キャンペーン・コーチも専門的な仕事で

す。彼らの採用や育成はどのように行ってい

ますか。

　今後、キャンペーン・コーチの支援を受けな

がら、キャンペーンに参加した人が、コーチにな

りたいと思い、コーチになることが出てくると期

待しています。

　中長期的には、キャンペーン・コーチを自動

化したいとの野心もあります。人と自動化の間に

は、「何を人が行い、何はロボットが行うのか」

という緊張関係があるので、見極める必要があり

ますが、人が行う限り、どうしてもコーチがいな

いからここまでしか支援できない、これ以上大き

なキャンペーンは打てないという限界が出てきて

しまいます。ですので、できるところは自動化し

ていきたいと考えています。例えば、嘆願書のタ

イトルづけは自動化できると思っています。

　一方で、変化を起こすために何を掘り下げ、

どんなキャンペーンを行うのかを考える部分は、

人にしかできません。そこはコーチが担う役目だ

と考えています。

執筆　中村天江

図3　メールの例 図４　キャンペーン開始ページの情報
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